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地震や暴風雪など、これまでの災害時には「防災拠点化の有無」や「施設の規模」などに関
係なく、道路利用者が「道の駅」に避難している。しかし、災害対応の経験がない「道の駅」
では、災害時の利用者行動やニーズ、必要な対応などについて理解されていない状況にある。
そこで、本報告では著者らのこれまでの調査研究で把握した、災害時の「道の駅」に対する
ニーズや利活用のされ方などを基に、災害時における「道の駅」の役割や、その際に必要とな
る機能等について整理した。また、「道の駅」の地域的特性や周辺環境による分類を行い、災
害時に各「道の駅」で、どのような準備や対応が必要となるのか整理・考察した。
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そこで、これまでの調査研究で把握した、災害時の
「道の駅」に対するニーズや貢献事例、課題などを基に、
様々な災害時における「道の駅」の役割や、その際に必
道路利用者の快適な休憩施設となる「道の駅」は、制
要となるハード・ソフト両面の機能等について整理した。
度発足から20年以上が経過し、平成26年10月現在で登録
さらに「道の駅」の防災拠点化の有無に関わらず、置
数は1040駅に達する1)。今では “観光振興”はもとより、 かれている周辺環境や交通条件によっても、ニーズや利
地元産品の加工や販売を行い地域の雇用を創出する“産
業振興”など、地域にとって重要な施設となっている。
一方、平成16年に発生した新潟県中越地震において
「道の駅」の施設も被災した中、広域移動中の道路利用
者のみならず、多くの地元住民が「道の駅」に避難する
など、避難者支援施設、災害復旧拠点、情報提供施設と
して大きく貢献した（写真-1）。
提供：「道の駅」そうま
これを受け、国土交通省では2007年より一部の「道の
写真-1 平時には観光振興に寄与し、災害時には物資の
中継などの防災拠点として活用される道の駅
駅」で防災拠点化（図-1）を推進してきたが、平成23年
に発生した東日本大震災においては、防災拠点化されて
いない「道の駅」にも、多くの被災者が避難し、被災者
支援や復旧・復興支援に寄与した。
このため、「道の駅」の“防災機能”は重要な役割と
して再認識され、「社会資本整備重点計画（2012年8月
閣議決定）」においても、「道の駅を避難や救援活動の
拠点として計画的、積極的に活用すること」とされた。
また「国土強靱化政策大綱（2013.12）」でも、「道の駅
の防災拠点化」が示されている。
しかし、災害時に「道の駅」が大きく貢献する一方で、
施設側の対応についての課題も多い。特に災害対応への
経験のない「道の駅」では、災害時に「道の駅」へ求め
られるニーズや、その際に必要となる対応などについて
図-1 防災拠点化のイメージ（国土交通省ＨＰ2））
十分理解されていない現状もある。

1. はじめに
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用のされ方などに大きな違いがあることから、各「道の
駅」の地域的特性による分類について整理・考察した。

2. これまでの災害事例からみた「道の駅」に期待
される役割

提供：越後川口 SA

提供：北海道開発局

写真-2 自衛隊拠点となった事例と暴風雪災害時の駐車場

災害時に「道の駅」は、道路利用者や地域住民の避難
場所、道路や災害などの情報を提供する施設として利用
された。その際、防災拠点化としての位置付けの有無、
施設の被災やライフラインの被害などに関係ないことが、
これまでの著者ら3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) の調査結果より把握されてい
る。災害時の主な役割について以下に示す。
写真-3 快適な園地、暖かく安らぎのある室内休憩空間

(1) 緊急避難者の受入
・駐車場やトイレの提供（写真-2）
・屋内外の休憩施設／空間の提供（写真-3）
・夜間における仮眠や宿泊場所の提供（写真-4）
・冬期における暖房の提供、飲食物などの提供や販売
・避難者の案内誘導
・暴風雪時は、駐車場やトイレ入り口の最低限の除雪
・携帯電話などの充電支援
・個人や旅行会社からの問い合わせや受け入れ要請対応
・自治体や道路管理者との連絡調整
(2) 情報の収集・提供
・大雨や暴風雪のような情報収集できる災害に関する道
路や気象情報の提供（予報など災害前含む）
・自治体や道路管理者などから提供される災害情報を利
用者へ提供（写真-5）
・「道の駅」職員自ら情報の収集と提供
・ラジオやテレビなどによる報道情報の提供
・避難者の把握（名簿作成）と避難者情報の提供
(3) 災害復旧や公共の災害対応への支援
・自衛隊や消防、警察、ボランティアなどへの復旧拠点
としての施設（駐車場、トイレ、休憩施設、会議室、
仮眠宿泊場所など）の提供（写真-2）
・自治体などの災害対策本部としての施設の提供
・飲料や生活用水の提供（写真-6）
・給水車への給水支援や給水車による配水場所の提供
・地域住民に対し付帯入浴施設の提供
・近隣の避難施設への炊き出しや物資の提供
・ピロティーなどを利用して物資の保管や仕分け、配送
拠点としての提供（写真-6）
・被災した役場に代わっての関係機関との連絡
・短期的には、道路除雪業者の休憩や車両待機場所
(4) 地域住民の生活支援対応
・生活ゴミ（震災家庭ゴミ）の集積場所として敷地の提
供やゴミの管理
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提供：道の駅クロステン

写真-4 畳があり宿泊場所として利用された施設

提供：道の駅越後川口

提供：道の駅豊栄

写真-5 情報提供施設と災害時の紙による情報の張り出し

提供：道の駅クロステン

提供：道の駅クロステン

写真-6 「道の駅」での給水活動と支援物資の保管状況

・駐車場を仮設住宅の設置場所として提供
・飲食物販施設を活用しての日用品などの販売
・地域のコミュニケーション拠点としての屋内外の休憩
施設の提供
・自治体の出張所としての活用
・水、トイレ、燃料等の提供や販売拠点

3. 災害時に必要な「道の駅」の機能等と優先度
「道の駅」の最も重要な災害時の対応は、避難者支援

であるが、“休憩”、“情報発信”、“地域連携”の平
時の基本機能だけでも、災害時の避難者の受入や情報提
供などの支援は可能となる。しかし、ライフラインが途
絶した場合には、これらの機能が失われてしまう。ここ
では重要となる機能等や、その優先度について、これま
での調査研究成果を基に主なものを以下に示す。
(1) 災害時に必要となる主な機能等（ハードとソフト）
a) ハード面の機能
・駐車機能：十分な容量の確保や緊急車両用に駐車エ
リアが分節されていることが望ましい
・トイレ機能：停電時にも水が利用できる設備や照
明・自然光が利用できるトイレが望ましい
・情報通信機能：災害時でも繋がりやすい公衆電話、
携帯電話、無線、衛星電話、インターネット・WiFi、
テレビ・ラジオ（車両掲載含む）、コミュニティ
ーＦＭ、紙による情報の張り出し、などがある
・休憩機能：屋内では十分な広さを有した畳敷き、イ
ス、テーブルなどの施設が有効、屋外ではキャン
プ用テントなども設置できる園地のスペースやイ
ス、テーブルなども有効活用できる
・給水機能：停電時でも利用できる高低差を利用した
貯水給水施設、給水車の手配など
・給電機能：非常用電源、軽油の自家発電設備、発電
機、EV自動車のバッテリー、携帯電話充電器など
・暖房機能：停電でも使用可能なジェットヒーター、
薪ストーブ、灯油ストーブなど
・飲食提供機能：厨房や調理施設、プロパンガスのコ
ンロ、飲食物販施設、など
・宿泊機能：宿泊場所以外に寝袋や毛布、畳や敷物
・災害本部機能：会議室、イステーブル、通信環境
・その他共通：テント、バリケード、災害対応自動販
売機、畳、備蓄品、備蓄資材などが有効
b) ソフト面の機能
・「道の駅」職員の配置や応援（避難者支援対応）
・緊急連絡網やこれを使った訓練
・日常からの自治体や道路管理者とのホットライン

d) 情報通信機能：携帯電話がつながらい場合や、停電
により“情報の収集・提供”ができないケースでは、
職員自ら、スクーターなどを使用して情報を収集し、
提供した事例もある。
e) 人による支援機能：平時の「道の駅」職員では人数
が少なく、女性も多いため、24時間の災害対応は難し
い。また、閉館時間や暴風雪や通行止めなどでは職員
自体が「道の駅」に来ることができない事例も多い。
f) 駐車機能：とても重要な機能だが、場合により道路
への駐車も可能であり、a)-e)に比較すると優先度は
高くないが、暴風雪時には必須の機能となる。

4. 災害の種別・規模や時間経過に伴う「道の
駅」の役割の違い
発生する自然災害の種別や被害の形態・規模などによ
り、災害時に求められる「道の駅」の役割やその重要性
が異なる。また、いずれの災害でも災害発生後の時間経
過と共にその役割も変化する。ここでは、災害の種別や
規模、及び時間経過と共に変化する「道の駅」に求めら
れる役割について以下に述べる。

(1) 災害種別や規模による「道の駅」の役割の違い
「道の駅」に求められる役割やその重要度は、災害の
種別（表-1）や規模、範囲などにより違うものと考えら
れる。これまでの調査をもとに、被害状況に応じた想定さ
れる避難者と避難者ニーズを示す（表-2）。以下は、災害
種別や規模の考え方について述べる。
a) 災害種別
災害の種別は、「自然災害」と「人的災害」の２つに
大きく分けられ、自然災害としては更に「気象」、「地
震」、「火山」災害に分けられる（表-1）。
b) 災害規模
災害の規模を４つに分けて考えた。
・壊滅的被害：東日本大震災に代表される甚大な被害
・大規模な被害：多くの建物が全壊、半壊し、複数の道
路が一定期間通行止めになるなどの大きな被害
・中規模な被害：建物の半壊や一部損壊、一部の道路の
(2) 準備・整備の優先度とその考え方
通行止めなどの被害。
災害時に備え、優先される機能とその考え方を示す。
・軽微な被害：建物や道路の被害はほとんどない。
a)トイレ機能：全災害時に求められる最重要機能。断水
c) 災害規の範囲
や停電で使用できなくても、バケツなどで川から水を
災害の範囲も、３つに分けて考えた。
汲んで使用した事例もある。トイレが使えず敷地内で
・複数の都市、県にまたがる広域に及ぶ災害：地震、津
排泄してもらい駅職員が汚物を処理した事例もある。
波、噴火、台風など広範囲に及ぶ災害
b) 給水機能（水の確保）：最重要のトイレに必要となる
が、雨水等の活用も可能。飲用は販売品でも対応可能。 ・町～都市までの中規模な災害：洪水、大雪など都市機
能などに影響を及ぼす災害
c) 給電機能（電気）：電気を必要とする水道設備で、他
・区～町までの局所的な災害：ゲリラ豪雨、暴風雪など
にトイレの水が確保できない駅では、これも最重要機
の一部地域に影響する災害
能となる。他に照明（トイレ含む）、情報の収集・提
各「道の駅」において、発生頻度や被害リスクが大きく
供（パソコン、電話、ＦＡＸなど）、暖房施設、自動
なる災害状況を予め想定した上で、災害状況に応じた
ドアなど電気を使うもの全般に必要。
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表-2 被害状況に応じた想定される避難者と避難者ニーズ

表-1 災害の種別

避難してくる対象

地域住民

広域移動者

求められるもの

トイレ

情報

飲食

避難

長期

全壊

○

○

○

○

○

半壊

○

○

○

○

△

一部損壊

△

○

△

○

建
物
被
害

軽微

○

トイレ

情報

飲食

避難

長期

○

○

○

△

なし
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

停電

○

上下水道停止

○

通信網遮断

○

ガス停止
なし

△

○

○

○

△
○

△

通行止め
交
通

○

○

△

道路冠水

○

○

△

橋梁・トンネル崩落

○

○

○

○

○

△

風水害・雪害
渋滞

「道の駅」役割や対応、必要な機能や設備、体制等につ
いて検討準備しておくことが有効となる。防災拠点化さ
れていない「道の駅」の場合には、比較的発生頻度が大
きく道路交通にも影響する“大雨”と冬期の“暴風雪”
について、準備することが効率的である。

○

図-2 時間経過に伴う「道の駅」役割の変化の概要

(2) 災害発生からの時間経過に伴う役割の変化
災害発生からの時間経過に伴う役割は、“緊急避難対
応”→“災害復旧・復興支援”→“生活支援対応”へと
変化すると考えられる（図-2、3）。
災害発生時には、広域で移動している道路利用者や孤
立した地域住民などが緊急避難してくるが、その際には、
“トイレ”や“情報”及び“避難場所”を求めてくる
（表-2）。これらの緊急的な対応は、１～３日程度と考
えられ、その後、“災害復旧活動”における自衛隊や消
防などの活動拠点となる。同時に、次の段階として地域
住民の“生活”に必要な給水や飲食物や日常物資物資の
提供、配送基地などの地域の拠点となる。

5. 地域特性を考慮した災害時の「道の駅」の分類
災害時の「道の駅」の防災機能の重要性は、地域の気
象や地形、環境、立地条件（図-4）、周辺の交通環境な
どに大きく影響すると考えられる。そこで、各「道の
駅」が防災機能を考える上で参考となるよう、過去の調
査結果を基に地域特性を考慮した災害時の「道の駅」の
分類を行った。

図-3 時間経過に伴う「道の駅」に求められる具体的な役割

雪災害の発生は、その地域の気象条件により起こりうる
災害の危険性は異なる。
・山間部：山間部では、地震や風水害における斜面崩落
や土石流、積雪寒冷地においては雪崩などによる道路
の通行止めがある。
・河川沿い：河川沿いでは、大雨などによる洪水や河川
(1) 災害時の対応に影響する地域特性の主な要素
氾濫により「道の駅」自体の浸水被害が考えられる。
a) 地形や気象条件
・海岸部：海岸部では、風水害による高波や波浪のほか、
「道の駅」の立地する地形として“山間部”、“河川
地震による津波などの災害の危険性があり、「道の
沿い”、“海岸部”、“平地部”に分類される（図-4）。
駅」自体の損壊も考えられる。
また、地域により気象条件は異なるため、風水害や暴風
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・平地／丘陵部：風水害や雪害の災害の危険性がある。
b) 市街地との位置関係
市街地との位置関係は“市街地”、“市街地境界”、
“郊外部”に分類され、これらによって避難者やその人
数に違いがあるものと考えられる。
・ 市街地：市街地部は、周辺に公共施設ほか、商業施
設があり、居住地域にも近いため、避難者が「道の
駅」に集中することは少ない。なお、観光地において
は、広域移動中の観光客の避難も想定される。
・市街地境界：市街地の出入口部に立地する場合、災害
時には近隣の幹線道路からの避難が想定される。また、
交通網が寸断した場合は、長期の避難者支援拠点のほ
か、復旧支援や物資の供給拠点にもなる可能性がある。
また、口蹄疫などの人的災害においては、市街地への
被害拡大を抑えるためのスクリーニング拠点となる。
・郊外部：市街地との道路網やインフラが寸断すると周
辺を移動していた人や近隣住民の主な避難場所になる
ことが想定され、周辺地域から孤立する恐れもあるた
め、避難者支援が長期化することも考えられる。
c) 代替施設の利用の可能性
周辺に避難者を受け入れる他の施設の有無により避難
者支援時の果たすべき役割が大きく異なる（図-5）。
・周辺に防災拠点施設ある場合：自治体で指定している
防災拠点施設が近郊にある場合、地域住民はその施設
に避難する場合が多いが、広域移動者は認知度やアク
セスのしやすさから「道の駅」に避難してくる場合が
多い。しかし、「道の駅」と防災拠点施設の間の行き
来に制限がある場合は、移動中の避難者は「道の駅」
に多くが集中する。
・周辺に防災拠点施設はなく大規模商業施設がある場
合：地域住民、移動者共の避難場所となりうる大規模
商業施設に避難することも考えられるが、認知度や公
共性から「道の駅」にも避難してくると考えられる。

図-4 「道の駅」の立地条件

“情報入手”が目的の場合には、いずれも「道の駅」に
訪れて来ると想定される。
・周辺に代替施設がない場合：「道の駅」の施設の被災
状況や防災拠点化に関係なく、地域住民も広域移動者
も、避難してくると考えられる。そのため支援体制を
整える必要がある。なお、コンビニエンスストアにも
一時的に立ち寄る移動者も多いが、避難場所としては
「道の駅」が選択されやすい。
d) 道路構造の脆弱性と代替路の存在
「道の駅」前後にトンネルや長大法面など自然災
害の影響受けやすい道路構造や施設があり、「道の
駅」周辺に代替路がなく孤立する場合、広域移動者な
どの避難が集中すると想定される。
e) 交通の特性（交通量と利用種別）
「道の駅」が隣接する道路の交通量や交通利用の種別
（一般、物流、観光など）により、避難者数や求められ
る役割に違いがある。
・交通量が多い：地域住民や広域移動者ともに避難者は
多くなるが、一方で交通量の多い道路は災害復旧も早
期に行われると考えると、通行止め期間は短くなる可
能性がある。
・交通量が少ない：主に地域住民が避難し、受入人数も
少ないと想定される。しかし、交通量が少ないことか
ら、災害復旧の優先度が低く、復旧されるまで時間が
掛かる可能性がある。
・一般交通：通勤・通学など、地域住民が日常的に利用
する道路であり、主に地域住民が避難してくる。
・物流交通：広域的な移動と考えられ、トラックやトレ
ーラなどの大型車両が多いと想定される。そのため、
駐車場は、大型車両で埋まることが考えられる。
・観光交通：観光地や目的地までの広域移動の交通が多
いと想定される。また、外国人観光客のルート状にあ
る場合には、外国人の対応も考慮した方が良い。
(2) 災害時の「道の駅」の対応分類と考え方
「道の駅」の避難者支援対応を考える場合「誰が、ど
のくらい避難してくるのか？」が重要となり「道の
駅」の外部要因である“市街地との位置関係”と“代
替施設の有無”、内部要因である“附帯施設の有無”
と“防災施設の有無”などが避難者への支援対応に大
きく影響すると考えられる（表-3）。
表-3 対応分類組み合わせ
【市街地との位置関係 】 【周辺施設の有無 】

※バリアとなる河川などがある場合
は、道の駅への避難が想定される。

図-5 代替施設の有無による「道の駅」への避難イメージ
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【付帯施設 】

【防災施設 】

これらの要因の組み合わせから、「道の駅」が必要と
なる防災機能の役割や対応の重要度は、大きく４つの象
限に分類できると考えられる（図-6）。
・Ⅰ象限：災害の危険性は高いが、保有する機能で支援
対応は可能であり、様々な役割や対応が期待される。
・Ⅱ象限：災害の危険性は低く、保有する機能で支援対
応は可能なため、更なる機能の充実は不要である。ま
た、他の被災地への支援等も期待される。
・Ⅲ象限：災害の危険性は高いが、現状の機能では支援
対応は困難と考えられる。そのため、最低限の防災機
能を保有する必要性がある。
・Ⅳ象限：災害の危険性は低く、支援対応の可能性も低
い。そのため、防災拠点駅などで必要に応じて防災機
能を充実すると良いと考えられる。
4章で述べたとおり、防災拠点化されていない「道の
駅」では、比較的発生頻度が大きく、道路交通にも影響
する“大雨”と冬期の“暴風雪”について準備すること
が効率的である。

Ⅱ象限

Ⅳ象限

Ⅰ象限

Ⅲ象限

図-6 「道の駅」の対応可能性イメージ

6. まとめ
・著者らのこれまでの調査を基に、災害時に求められる
「道の駅」の役割や利用者ニーズ、さらにはその際に
必要な機能等について、優先度も含めて整理した。
・災害の種別や規模の違い、及び災害発生の時間経過に
伴う、「道の駅」に求められるニーズや果たすべき役
割を明らかにし整理した。
・災害時に「道の駅」の対応に影響する地域特性（立地
環境と交通環境）の概念と具体の要素を示し、これら
地域特性を考慮した「道の駅」のタイプ別分類を行い、
各災害時に「道の駅」が、それぞれどのような準備や
対応度合いが違うかについて分類整理した。
これらの成果により、これまで災害対応の経験のない
「道の駅」でも、災害時に各「道の駅」で実際に想定さ
れるニーズや必要な対応について、ある程度具体に理解
でき、各「道の駅」の置かれている環境に合わせた検討
や準備すべき内容やその優先度について、知見を提供す
ることができた。これにより、災害経験のない「道の
駅」における防災機能の向上に資すると考える。

7. おわりに
本研究の成果を仮称「平時の機能と魅力向上にもつな
がる道の駅の防災機能向上手法」として技術資料にとり
まとめる予定である。本研究により、近年社会的ニーズ
の高まっている「道の駅」の防災機能の向上につながる
ことを期待する。
Satoshi Yoshida, Yasuaki Matsuda, Naoto Takada
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